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平成２９年度第１回室蘭市総合教育会議 会議録 

 

１  日  時           

平成２９年６月２１日（水） 

        開会 午後４時００分  閉会 午後４時３０分 

 

２  場  所           

室蘭市役所２階大会議室   

 

３ 次 第 

 

１．協議事項 

（１）公立高等学校配置計画案（平成３０年度～３２年度）について 

 

２．その他 

 

 

４  出席者    

青山市長 國枝教育長 谷藤委員 前田委員 奈良委員 稲川委員   

川島総務部長 髙木教育部長 大須賀教育指導参事 山﨑総務課長 

大谷教育部総務課長 中野学校教育課長 本田指導主事 杉野指導 

主事 加納総務課主幹［学校施設・施設適正配置］ 北川生涯学習 

課長 髙橋生涯学習課主幹[施設]  大澤生涯学習課主幹[文化振興 

・青少年] 伊藤生涯学習課主幹［スポーツ振興］ 髙橋図書館長 

山口学校給食センター所長 
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髙木教育部長       それでは、定刻になりましたので、ただいまより平成

２９年度第１回室蘭市総合教育会議を開会いたします。

本日はご多用のところ、ご出席いただきまして誠にあり

がとうございます。早速ですが、お手元の次第に従いま

して、これより議題に入ります。これからは、議長を市

長より務めていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

青山市長         それではよろしくお願いいたします。本日は、今月、

北海道教育委員会から提示がありました「公立高等学校

配置計画案（平成３０年度～３２年度）」を議題といた

します。それでは、事務局の説明をお願いします。 

 

中野学校教育課長     それでは、報告第１号の公立高等学校配置計画案（平

成３０年度～３２年度）についてご説明申し上げます。

既に報道等でご承知と思いますが、道教委は６月６日に

公立高等学校配置計画案を発表しており、その中で、平

成３２年度に室蘭東翔高校が１学級減となる方針が新た

に示されたほか、昨年度の計画で平成３１年度に１学級

減となることが決まった室蘭工業高校についても情報技

術科が削減となることが示されました。本日は、この計

画案の概要のほか胆振西学校の状況、今後の予定につい

て資料に沿ってご説明しますのでよろしくお願いいたし

ます。はじめに計画案についてですが、資料１をご覧い

ただきたいと思います。まず１ページの計画案策定の考

え方についてです。１の趣旨ですが、この配置計画は、

中学校卒業者数の状況を踏まえ、生徒の多様な学習ニー

ズや進路動向などに対応した学校・学科の配置や規模の

適正化を図るため、毎年、今後３年間の計画とその後４

年間の見通しが示されるものであります。２の中卒者数

の見込では、全道の中卒者数の見込が示されておりまし

て、９ページから１０ページにかけて、学区ごとの詳細

な推計表やグラフが掲載されております。３の基本的な

考え方ですが、配置計画の策定に当たっては、道教委が

平成１８年８月に策定した「新たな高校教育に関する指

針」に基づき、地域の実情や私立高校の配置状況等を考

慮しながら再編整備等を行うこと、また、地域キャンバ
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ス校の導入や総合学科の配置といった新しい高校づくり

等を推進するとなっております。２ページの４の配置計

画案の概要では、昨年決定された平成３０年度と平成３

１年度の配置計画の一部変更と新たに平成３２年度の配

置計画の概要が示されており、（２）の「イ学級減」の

欄には、室蘭工業高校の１学級減となる学科が情報技術

科となることが記載されておりますが、その詳細な内訳

等が４ページから８ページかけて掲載されておりますほ

か、資料１の最後に「公立高等学校配置計画案（平成３

０年度～３２年度）の概要」という資料をつけており、

こちらにも概略が記載されております。全道的な状況に

つきましてはこの場では説明を省略させていただきます。

３ページの６の配置計画の変更では、計画策定後も、学

区における中卒者の進路動向等を見極めて毎年度再検討

するなど、計画変更するケースについて記載されており

ます。１１ページ以降につきましては、各学区ごとの計

画案が示されておりまして、１６ページが胆振西学区と

なりますのでご覧ください。表の上段が中卒者数で、Ｈ

２９は今年３月の卒業生徒の実数、Ｈ３０からＨ３６ま

では今後の見込となっており、胆振西学区全体では、平

成３０～３６年までの増減がマイナス２６５名、平成３

３～３６年までの増減がマイナス１４８名の見込となっ

ております。その下に内訳として、室蘭、登別、伊達の

３市のそれぞれの状況が記載されております。また、表

の下段が胆振西学区の公立高校の今年度の学級数と平

成２９年５月１日現在の欠員、そして、平成３０年度か

ら平成３２年度までの計画案と平成３３～３６年度まで

の見通しとなっております。上から３番目の室蘭東翔高

校につきましては、総合学科５学級、定員２００名のと

ころ、１名の欠員が生じており、また平成３２年度の計

画案として新たに１学級減が記載されております。その

下の室蘭工業高校につきましては、工業科が５学級、定

員２００名のところ、２３名の欠員が生じており、また、

計画案としては昨年度に示された通り平成３１年度に 

１学級減、対象の学科は本ページに記載はございません

が「情報技術科」となっております。更に平成３３～３
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６年度までの見通しにつきましては、昨年度から大きな

変更はございませんが、２つ目の丸印については、昨年

は「これまでの調整の状況」で始まっていたのが、今回

は「欠員の状況」に変わっており、さらに３つ目の丸印

の３行目で「再編を含めた」の後に「早急な」との文言

が加えられております。続きまして、胆振西学区の状況

について、さらに詳しく説明させていただきますので、

資料２をご覧ください。本表は道教委が「新たな高校教

育に関する指針」を策定しました平成１８年度以降につ

いて、胆振西学区の学校ごとの間口と定員、欠員につい

てまとめたもので、網掛け部分は前年度からの変更箇所

となっております。市内の全日制の高校の状況を見ます

と、清水ヶ丘高校が平成２５年度に間口が１減、室蘭工

業高校が平成２２年度に学科再編により材料技術科が廃

止となり土木科が環境土木科に転換となっております。

続きまして資料３ですが、本表は胆振西学区内の公立高

校各校の今年度の入学生の出身地の内訳を示した資料と

なっており、人数は入学時点のため、計画案や資料２の

人数とは若干異なりますが、６１．１パーセントの生徒

が市・町内の学校に通っており、３８．９パーセントの

生徒が市町外、学区外の学校に通っている状況となって

おります。最後に今後の予定についてですが最初の報告

第１号にお戻りください。３の今後の予定としまして、

６月２０日に、市議会総務常任委員会で本計画案を報告

しておりますが、７月１０日には室蘭市高等学校対策協

議会の開催を予定しております。この高等学校対策協議

会につきましては、市内高等学校の校長やＰＴＡの代表

をはじめ小中学校の校長や連合町会、商工会議所等の地

域の代表の方々にお集まりいただき、計画案や市内高校

の現状等について意見交換を行う予定です。そして、7

月下旬には道教委主催による地域別検討協議会の開催

が予定されており、胆振西学区の各市町の教育長をはじ

め公立・私立高校の学校長やＰＴＡ、小中学校の校長等

が集まり、計画案についての意見交換が行われる予定と

なっており、ここでの意見等を踏まえ、例年９月上旬に

計画案が決定となる予定です。説明は以上でございます。 
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青山市長         ただいまの事務局の説明に対しまして、ご質問等はあ

りませんか。 

 

稲川委員         室蘭工業高校の減が、昨年から決まっていましたけれ

ども、今回、小学科の情報技術科が減るということです

が、環境土木という科が人気無いのですかね、欠員が２

２名、１３名とか、情報技術というのは我々から考える

と、この地域の高校生に情報技術のいろいろなことを教

育していただいて地域に残っていただくという、工業都

市として一生懸命やっていると思うのですけれど、環境

土木科がここのところずっと人気がなさそうなのですが、

どうして情報技術科が減になったのか、その理由がわか

るようでしたら、教えていただきたいと思いましたので、

よろしくお願いします。 

 

中野学校教育課長     今回の学科の削減にあたりましては、道教委と学校の

ほうで十分な協議をして検討したと聞いておりまして、

単純な欠員の状況だけではなく、間口減になった場合の

影響等も踏まえまして、情報技術科につきましては、こ

こで教えておりますコンピュータの制御ですとか通信技

術、プログラムのカリキュラムが他の電気科ですとか電

子機械科でも被るところがありまして、こういったとこ

ろでも対応が可能ということで、情報技術科の削減を決

めたと伺っております。 

 

稲川委員         それで皆さん納得しているのならそれでいいのですけ

れど、せっかく２つの科が分かれている理由があって分

かれていたのでしょうから、それを一緒にできるという

論理と、環境土木科がこれだけ欠員になる状態を、どの

ようにしたら改善できるのかということは考えているの

ですか。 

 

中野学校教育課長     環境土木科の欠員の状況につきましては、保護者なり

生徒の意向等によるものということで、今後、科が４科

になった際にどうなるかということはこれから推移を見

極めていく必要があるかと思いますが、これから会議の
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場でも工業高校さんの情報をいただきながら意見交換を

していきたいと考えております。 

 

稲川委員         指定されたときに道教委のほうに、例えば情報技術の

卒業生が地元にどのくらい残っていて、地元にとってど

の科が大切かとかそういう意見というのは道教委に出し

ているのですか。 

 

中野学校教育課長     今回の間口減にあたりまして具体的に市としてどの科

がという意見は今のところ出していません。計画の案と

して示されたものですので、そういった意見等はこれか

ら集約して道教委に投げかけていくということになるか

と思います。 

 

稲川委員         ３ページに、学区における中卒者の進路動向等を見極

めて毎年度再検討すると書いてあるわけですから、動向

前でしょうけれども、卒業生がどういうところに就職し

ているのかということも、これから選ぶ中学生の大きな

指標だから、そういうことがきちんと道教委のほうにい

っていないと、地元のことを北海道の方はわかっている

のでしょうかね。 

 

中野学校教育課長     工業高校の学科ごとの進路動向等については、道立校

ですので、当然道教委もよく把握していて、そういった

ことを踏まえた上での判断だろうと考えております。 

 

國枝教育長        私どものほうで知っている範囲での就職動向なのです

けれど、環境土木科をはじめ５つありますけれど、情報

技術科を除いた４学科が５割以上管内就職している状況

です。情報技術科だけが５割を切っているような就職状

況で、道内とか道外という形にもなったりしているので

すけれど、工業高校では、土木、建築、電気、機械とい

うのが基本的な形で学科がありましたので、そういう面

では土木に対してのニーズというものは全国的にも地元

でも高いものですから、土木というとなかなか大変な仕

事というイメージはあるのですけれど、そちらのほうの



 7 

ニーズにも応えられるような形で、対応をできないかと

いうことで道教委のほうに話をしていこうかと考えてお

ります。 

 

谷藤委員         東翔高校が今回１学級減るという理由としては、この

４年間で２、３学級の調整が必要とか登別室蘭の中で定

員調整が必要とか、ここが一応理由だとは思うのですけ

れど、なぜゆえに今回東翔が、突飛的に出てきた感じが

するのですが、今回早急と書いてありますけれど、伊達

のほうが何年も前から話が出ていて、なぜここで東翔な

のか、明確な理由は言われているのですか。 

 

中野学校教育課長     おっしゃるとおり今までは伊達での再編が必要との見

直しが示されていたわけなのですが、今回、道教委のほ

うの理由としましては、平成３２年度の伊達市の中卒者

数が増え、室蘭登別が減ること、これに加えて、室蘭登

別で１学級減となるとどの学校が適切かということで、

道教委の指針では適切な学校の規模が４から８学級とな

っておりまして、４学級のところを１学級減にしてしま

うともう再編の対象になるというところから、選択肢と

しては、栄は普通科と理数科の２学級ですので、東翔し

かなかったという判断だと聞いております。 

 

谷藤委員         今後の生徒数の減少を考えるとそうなのかもしれない

ですけれど、去年の東翔の第１希望の人数は２００人定

員のところ最初一次で３００人いたのですよね。それだ

け東翔は人気もあるし、生徒は東翔を選ぶという部分の、

今の子ども達のニーズを考えるとやはり東翔高校は減ら

すべきではないと思うのですよね。 

 

髙木教育部長       確かに東翔高校は胆振管内で唯一の総合学科というこ

とで、倍率もだいたい１．０倍以上で管内でも一番高い

倍率だと、そのへんから考えますとまず間口減は残念な

ことだと思っております。総合学科ということで就職か

ら進学まで色々なニーズに合った学科ということで大変

受験生に評価されている学科ですので、おっしゃったと
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おり、１学級だいたい定員で満ちているにも関わらず１

間口減というのは大変残念な結果と考えております。 

 

國枝教育長        これまでも道教委からは内々で何回かお話は来ていま

した。公表の前に。やはり今言ったようにどうしても理

解ができないのですよね、なぜ東翔なのかということが、

どうもすとんと来ないです、正直申し上げまして。１６

ページの平成３２年の西学区全体の中卒者の数でいうと

マイナス５１人ということで、１学級４０人と考えたと

きに、確かに西学区全体では、どうしても１間口減らさ

なければならない環境であるのであればやむを得ないの

かなと思っておりました。それが、いま谷藤委員もおっ

しゃったように、これまでもずっと人気があってニーズ

が高くて、あるいは道教委のほうで新しい学校として推

進している総合学科であるなかで、どうして東翔なのか

というところは何度も道教委にお話を伺っているのです

けれど、５０パーセントも納得できませんね。引き続き

また説明はしていただけると思っておりますし２回目が

ある形にはなるのですけれど、私たちも７月１０日にＰ

ＴＡの方とか学校関係者や市民の方に対しての会を開く

ものですから、一定程度私たちも説明できるような理由

なりが、納得できなければ説明ができないものですから、

そのへんがどうも腑に落ちないというか、あまり他のま

ちの具体的な学校名を言ってどうこうという話は避けた

いと思っておりますけれども、それにしてもなぜ東翔な

のかと、去年一昨年の工業高校の間口減の話のときは、

欠員がこれだけ多く続いて出ているのでというのが１つ

の理由として道教委から話があったものですから、それ

に対しては厳しいなと思っていたものですから、今回欠

員が出ていない状況のなかでの話なもので、なかなか私

ども教育委員会のなかでもどうしてなのだろうというこ

とが続いているのが現状です。 

 

青山市長         私も道の幹部の方あるいは教育局の方と話す機会があ

って、当然この内容については教育委員会から話を聞い

ておりましたので、やはり今までの説明の中身から言っ
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て、例えば工業については欠員がずっと続いているから

ある程度やむを得ないというところで前回我々はある程

度納得したところでありますけれども、人気の高いとこ

ろ、確かに今後の話もあるのですけれど、客観的に、こ

れまでも欠員が出ていて、平成２９年度の欠員が多いと

ころからまずは対応するということが基本的な考えなの

ではないかと私も思ったものですから、全体的に学生数

が減っているということは少子化のなかで間口が減るの

はやむを得ないというような理解をしつつも、選定にあ

たってはもう少し丁寧な説明を要すると要望させていた

だいたところです。どこの自治体も大変です。というの

はまずは地元に学生がなんとかして留まってもらうよう

に、まずは中学校卒業して地元の高校に入るといったこ

とが何よりも大事なことではと思いますし、卒業した後

も、全体の大きなまちづくりから言っても、どこの企業

もなかなか学生の採用を確保することが非常に大変だと

言っているところがありますので、なんとかして室蘭と

しても全体のトレンドは理解しつつも、もう少し説明を

していかないといけないのではないかなと思っておりま

して、しかも総合学科という胆振唯一の学科であります

ので、もう少し教育委員会に問いかけていきたいと考え

ます。他はよろしいでしょうか。他にご質問がないよう

でございましたら、本日の協議は全て終了ということに

なりますので、進行を事務局に戻したいと思います。 

 

髙木教育部長       本日は、お忙しいところありがとうございました。こ

れをもちまして、平成２９年度第１回総合教育会議を終

了いたします。ありがとうございました。 

 

 


